
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

13037 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

59 シゲルネコメイシ 牡3栗 56
53 ▲岩田 望来森中 蕃氏 千田 輝彦 日高 スウィング

フィールド牧場 476－ 41：12．3 119．3�
713 テイエムイブシギン 牡3芦 56 田中 健竹園 正繼氏 武 英智 日高 佐々木 康治 B510＋ 4 〃 クビ 63．7�
35 ヴ ェ ル 牝3鹿 54 松田 大作�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 416＋ 21：12．72� 5．9�
611 サンマルベスト 牡3栗 56 M．デムーロ相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 468－201：13．12� 5．2�
815 セデックカズマ 牡3黒鹿56 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 478－ 21：13．63 2．0�
24 メイショウアマギ 牡3鹿 56 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 486＋121：14．13 17．5	
612 ピエナアイリス 牝3芦 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム 460－ 41：14．31 16．9

714 ブルベアブロンゾ 牡3栗 56 �島 克駿 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 三輪 幸子 B554＋ 2 〃 クビ 8．4�
12 デスパシート 牝3青鹿54 B．アヴドゥラ�坂東牧場 武 幸四郎 平取 坂東牧場 440－ 81：14．62 10．6

（豪）

47 メイショウヤソキチ 牡3黒鹿56 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 456 ―1：15．34 91．7�
510 オーバーザシード 牡3芦 56 国分 優作前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 61：15．51 74．4�
36 ハクユウセンター 牝3栗 54 小牧 太 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 むかわ 上水牧場 496＋ 41：15．92� 294．5�
23 ベルガモット 牡3鹿 56 高倉 稜山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 前谷 武志 420－ 2 〃 クビ 350．7�
48 ジ ュ デ ィ ス 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成�日進牧場 荒川 義之 浦河 日進牧場 512 ―1：16．21� 132．7�
816 アクティブガール 牝3黒鹿54 中井 裕二平川 浩之氏 坂口 智康 浦河 富菜牧場 474＋ 21：16．41� 75．1�
11 ゴットムスタング 牡3黒鹿 56

55 ☆富田 暁後藤 進氏 木原 一良 日高 アイズスタッド株式会社 460 ―1：26．8大差 142．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，802，400円 複勝： 49，679，600円 枠連： 16，230，800円
馬連： 72，467，000円 馬単： 38，952，300円 ワイド： 52，057，900円
3連複： 105，836，100円 3連単： 133，418，700円 計： 507，444，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，930円 複 勝 � 2，050円 � 1，300円 � 240円 枠 連（5－7） 13，350円

馬 連 �� 189，090円 馬 単 �� 411，460円

ワ イ ド �� 27，480円 �� 6，090円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 188，540円 3 連 単 ��� 2，931，160円

票 数

単勝票数 計 388024 的中 � 2601（12番人気）
複勝票数 計 496796 的中 � 5612（11番人気）� 9074（8番人気）� 66761（2番人気）
枠連票数 計 162308 的中 （5－7） 942（26番人気）
馬連票数 計 724670 的中 �� 297（87番人気）
馬単票数 計 389523 的中 �� 71（173番人気）
ワイド票数 計 520579 的中 �� 485（81番人気）�� 2210（34番人気）�� 3284（28番人気）
3連複票数 計1058361 的中 ��� 421（201番人気）
3連単票数 計1334187 的中 ��� 33（1624番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．1―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．2
3 13，5，9（12，11，14）15（4，2，7，16）－3，6（8，10）＝1 4 13，5－9，11（12，14）15－（4，7）－（3，2）（10，16）（8，6）＝1

勝馬の
紹 介

シゲルネコメイシ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．2．16 京都14着

2016．5．30生 牡3栗 母 シゲルリクゼン 母母 ルナジェーナ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴットムスタング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月29日まで平地競

走に出走できない。
アクティブガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月29日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ミキノモンテカルロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13038 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

712 ヒロノセンキン �3黒鹿56 松山 弘平サンエイ開発� 寺島 良 新ひだか 片山牧場 474± 01：55．1 5．1�
34 クリノイナヅマオー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 賀張三浦牧場 468－ 41：56．16 33．8�
35 ラ イ ワ ル ツ 牝3鹿 54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 458＋ 2 〃 クビ 5．7�
611 メイショウパティオ 牝3黒鹿 54

53 ☆富田 暁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 442＋12 〃 ハナ 70．3�
814 ラプリュベル 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 488＋ 21：56．84 37．3	
47 ピエナクロフネ 牡3芦 56 幸 英明本谷 兼三氏 飯田 雄三 日高 沖田牧場 510＋ 21：56．9� 5．1

610 キーシグナル 牡3鹿 56 国分 恭介北前孔一郎氏 田所 秀孝 新冠 中本牧場 464＋ 61：57．1� 9．5�
11 デルマグランパレ 牡3栗 56

53 ▲岩田 望来浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 510－ 4 〃 ハナ 45．5�
59 アスタードラゴン 牡3栗 56 国分 優作加藤 久枝氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 B452－ 41：57．52	 7．5
713 オスティリオ 牡3栗 56 B．アヴドゥラ �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 496＋ 6 〃 クビ 5．4�

（豪）

23 サトノサイベリー 牝3鹿 54
51 ▲団野 大成 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B446± 01：57．6	 29．8�

815 ジュリアヴィーナス 牝3鹿 54 松若 風馬小國 和紀氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 496＋ 21：57．81 45．6�
46 ケイティシャイン 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 矢野牧場 440＋101：58．11� 37．9�
22 
 エスカレードフジ 牡3鹿 56 藤井勘一郎ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Bugle Hill

Farm, LLC 504－ 41：58．52	 31．3�
58 ノボリダーウィン 牡3芦 56 岡田 祥嗣原田 豊氏 河内 洋 浦河 三嶋牧場 452＋ 21：59．77 15．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，259，400円 複勝： 48，288，000円 枠連： 20，829，300円
馬連： 71，793，600円 馬単： 31，299，100円 ワイド： 53，220，800円
3連複： 105，734，500円 3連単： 111，765，500円 計： 476，190，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 670円 � 200円 枠 連（3－7） 690円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 12，740円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 710円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 17，170円 3 連 単 ��� 105，780円

票 数

単勝票数 計 332594 的中 � 51171（2番人気）
複勝票数 計 482880 的中 � 66352（4番人気）� 14837（8番人気）� 71336（2番人気）
枠連票数 計 208293 的中 （3－7） 23361（2番人気）
馬連票数 計 717936 的中 �� 6463（26番人気）
馬単票数 計 312991 的中 �� 1842（42番人気）
ワイド票数 計 532208 的中 �� 4899（33番人気）�� 20251（6番人気）�� 4470（34番人気）
3連複票数 計1057345 的中 ��� 4617（52番人気）
3連単票数 計1117655 的中 ��� 766（321番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．8―13．0―13．4―12．9―13．0―13．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．7―49．7―1：03．1―1：16．0―1：29．0―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
5（7，13）（6，15）8（9，10）（1，12）11（2，4）（3，14）・（5，7）－（9，13）（6，15，10）11，12（1，4，14）8，3－2

2
4
5，7（6，13）15，8（9，10）（1，12）－11－（2，4）（3，14）
5，7（9，13，10）（15，12）11（6，4）－（1，14）－3，8－2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロノセンキン �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2019．1．5 京都6着

2016．3．1生 �3黒鹿 母 ベルクラシック 母母 ベ ル ピ ア ノ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔3走成績による出走制限〕 エスカレードフジ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月29日まで平地競走に出走で

きない。
※出走取消馬 ワンダータビアット号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 京都競馬 第４日



13039 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

611 ラ プ タ ス 牡3鹿 56 幸 英明 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 466± 01：25．4 24．9�

713 ナムラシェパード 牡3鹿 56 田中 勝春奈村 信重氏 大橋 勇樹 日高 いとう牧場 468± 01：25．5� 6．5�
814 メイショウハート 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好�氏 中内田充正 新冠 タニグチ牧場 478＋ 81：25．71� 2．9�
46 タガノゴマチャン 牡3芦 56 秋山真一郎八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 474＋ 41：26．12� 5．8�
58 オンワードセルフ 牡3鹿 56 小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 486＋ 4 〃 アタマ 5．1	
23 ボンセグレート 牝3栗 54 荻野 極 
サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 444－ 61：26．41� 16．5�
47 ナリタエストレジャ 牡3栗 56

53 ▲亀田 温心�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム B402＋ 21：27．14 88．1�
35 キ ュ ロ ン 牡3鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 472± 01：27．2クビ 25．7
34 グッドヴィジョン 牝3栗 54 田中 健 IHR 佐々木晶三 新ひだか 仲野牧場 506＋ 4 〃 ハナ 13．9�
59 クリノオオクニヌシ 牡3黒鹿56 藤井勘一郎栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 462－12 〃 ハナ 191．9�
11 アラブルテーラー 牡3青鹿56 国分 優作中西 浩一氏 坂口 智康 新冠 ハシモトフアーム 444－ 2 〃 クビ 190．2�
22 レディポワソン 牝3鹿 54 松山 弘平近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか カタオカフアーム 502± 01：27．62� 20．6�
610 エイユーミッション 牡3栗 56

55 ☆富田 暁笹部 和子氏 森田 直行 新冠 上井農場 534－ 81：27．7� 276．7�
815 リンクスリン 牝3栗 54 A．シュタルケ 目谷 一幸氏 高柳 大輔 浦河 高松牧場 462± 01：27．8� 12．6�

（独）

712 チョウビックリ 牡3鹿 56 岩崎 翼丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 江谷牧場 420 ―1：28．97 35．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 49，475，100円 複勝： 63，353，000円 枠連： 23，224，600円
馬連： 86，675，300円 馬単： 42，183，400円 ワイド： 65，126，200円
3連複： 127，745，000円 3連単： 141，791，600円 計： 599，574，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 570円 � 280円 � 150円 枠 連（6－7） 5，860円

馬 連 �� 9，120円 馬 単 �� 21，620円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 1，690円 �� 720円

3 連 複 ��� 12，240円 3 連 単 ��� 111，370円

票 数

単勝票数 計 494751 的中 � 15884（9番人気）
複勝票数 計 633530 的中 � 22160（10番人気）� 52838（4番人気）� 145214（1番人気）
枠連票数 計 232246 的中 （6－7） 3069（19番人気）
馬連票数 計 866753 的中 �� 7363（33番人気）
馬単票数 計 421834 的中 �� 1463（70番人気）
ワイド票数 計 651262 的中 �� 5341（37番人気）�� 9787（22番人気）�� 24470（5番人気）
3連複票数 計1277450 的中 ��� 7823（44番人気）
3連単票数 計1417916 的中 ��� 923（401番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．0―12．6―12．6―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―35．1―47．7―1：00．3―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．7
3 ・（3，4）（6，14，13）（15，12）（2，5）8（1，7）11，9，10 4 3（4，14）13（6，11）（15，12）8，2，5（1，7）（9，10）

勝馬の
紹 介

ラ プ タ ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．2 阪神5着

2016．4．19生 牡3鹿 母 エアラホーヤ 母母 テンザンストーム 4戦1勝 賞金 5，700，000円
※出走取消馬 テキーラ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クロスザオーシャン号・メイブツシャチョウ号・メルヘンステージ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13040 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・右・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．9
1：43．9

良
良

57 シルバースミス 牝3芦 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 484－ 41：47．7 7．2�
34 プ ロ ム 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 486－ 21：47．91 2．7�
46 オメガハートクィン 牝3黒鹿54 B．アヴドゥラ 原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 434＋ 2 〃 クビ 7．5�

（豪）

45 メイショウオウギ 牝3芦 54 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 日の出牧場 426－ 21：48．0クビ 3．1�
22 タマモキラメキ 牝3栗 54 国分 恭介タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 440＋ 41：48．31� 96．1	
610 ドンドンキードン 牝3鹿 54 A．シュタルケ 大原 孝治氏 野中 賢二 新冠 パカパカ

ファーム 464 ―1：48．4� 19．1

（独）

58 ナ ル 牝3鹿 54 田中 勝春ニッシンレーシング 松永 幹夫 新ひだか チャンピオンズファーム 444＋ 2 〃 クビ 157．1�
711 メイショウサガノ 牝3鹿 54 国分 優作松本 好雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 510＋ 41：48．93 77．8�
813 レンジャーガール 牝3鹿 54 岡田 祥嗣戸賀 智子氏 河内 洋 日高 Shall Farm 444＋ 61：49．0クビ 12．0
712 ヴァイオリンソナタ 牝3黒鹿54 川須 栄彦吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462± 01：49．1� 88．7�
69 ドナブライドル 牝3芦 54 松若 風馬山田 貢一氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B454± 0 〃 アタマ 14．7�
814 ラジュンジェレ 牝3鹿 54

51 ▲亀田 温心�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 396＋ 41：49．2クビ 160．1�
33 メイショウマシミズ 牝3栗 54 岩田 康誠松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 466 ―1：50．05 37．5�
11 ナムラマナナ 牝3青鹿54 蛯名 正義奈村 睦弘氏 荒川 義之 浦河 中島牧場 452＋ 81：51．17 50．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，048，400円 複勝： 57，452，800円 枠連： 19，902，100円
馬連： 77，767，200円 馬単： 38，701，600円 ワイド： 56，758，900円
3連複： 108，304，100円 3連単： 135，868，900円 計： 540，804，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 220円 � 130円 � 200円 枠 連（3－5） 1，220円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 470円 �� 910円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 460484 的中 � 50923（3番人気）
複勝票数 計 574528 的中 � 55414（5番人気）� 141157（1番人気）� 68086（3番人気）
枠連票数 計 199021 的中 （3－5） 12613（6番人気）
馬連票数 計 777672 的中 �� 48890（5番人気）
馬単票数 計 387016 的中 �� 11588（9番人気）
ワイド票数 計 567589 的中 �� 31817（3番人気）�� 15028（10番人気）�� 35488（2番人気）
3連複票数 計1083041 的中 ��� 27099（7番人気）
3連単票数 計1358689 的中 ��� 6574（39番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―12．1―12．3―12．1―12．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．3―47．4―59．7―1：11．8―1：23．9―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 4－8，6（7，14）（2，9，12，13）11，5－10，1，3 4 4－（8，6）（7，13）（2，5）14（11，9）12，10－3＝1

勝馬の
紹 介

シルバースミス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．2．9 京都7着

2016．2．26生 牝3芦 母 リングジアラーム 母母 ターンバックジアラーム 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13041 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．8
1：56．1

良
良

711 スカーフェイス 牡3鹿 56 岩田 康誠�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 444＋ 62：01．2 1．4�
34 シャイニームーン 牝3黒鹿54 幸 英明小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 452－ 42：01．3� 54．9�
69 ゴットパシオン 牝3栗 54

53 ☆富田 暁後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 440＋ 22：01．72� 26．4�
814 ゼ ッ ト レ オ 牡3栗 56 松山 弘平�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 434－ 42：01．91� 8．3�
11 ラインエミネント 牡3鹿 56 小崎 綾也大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 470＋ 42：02．11� 8．4�
45 メロディーレーン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 338＋ 22：02．2クビ 59．4	
610 サンマルフラッシュ 牡3黒鹿56 小林 徹弥相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム 464－ 62：02．41� 276．8

57 ディオーネプリンス 牡3鹿 56 古川 吉洋齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 468－ 8 〃 クビ 154．0�
33 マコトエイル 牝3黒鹿54 松若 風馬�ディアマント 寺島 良 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 8 〃 クビ 180．9
813 オールフォース 牡3鹿 56 秋山真一郎ニッシンレーシング 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 472＋ 62：02．5クビ 14．8�
46 ロ ー ザ ン ヌ 牝3栗 54 中谷 雄太山本 英俊氏 角居 勝彦 浦河 辻 牧場 468－ 2 〃 アタマ 11．4�
712 オールドボンバー 牡3栗 56 藤懸 貴志�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 桜井牧場 468－ 8 〃 クビ 238．4�
22 タイキマイスター 牡3栗 56 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470＋ 42：02．6� 15．2�
58 ヒトヨノユメ 牝3黒鹿 54

51 ▲岩田 望来岡 浩二氏 吉村 圭司 新ひだか 前川 勝春 412± 02：02．81� 109．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 46，470，300円 複勝： 107，200，200円 枠連： 19，113，800円
馬連： 71，322，600円 馬単： 45，832，200円 ワイド： 57，352，700円
3連複： 104，105，000円 3連単： 178，491，300円 計： 629，888，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 760円 � 390円 枠 連（3－7） 2，550円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 630円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 13，330円 3 連 単 ��� 44，100円

票 数

単勝票数 計 464703 的中 � 256295（1番人気）
複勝票数 計1072002 的中 � 724509（1番人気）� 12097（9番人気）� 25886（7番人気）
枠連票数 計 191138 的中 （3－7） 5787（8番人気）
馬連票数 計 713226 的中 �� 16874（9番人気）
馬単票数 計 458322 的中 �� 8741（13番人気）
ワイド票数 計 573527 的中 �� 11177（16番人気）�� 24894（6番人気）�� 2689（39番人気）
3連複票数 計1041050 的中 ��� 5856（36番人気）
3連単票数 計1784913 的中 ��� 2934（117番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．0―12．1―12．4―12．7―12．3―11．7―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―36．5―48．6―1：01．0―1：13．7―1：26．0―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2
1
3
4（10，14）（1，12）13（6，9）2（3，5）11（7，8）
4，14（10，13）（12，9）（2，1，11）6（3，8）5，7

2
4
4，14（10，12，13）1，9，6，2（3，5）－11（7，8）
4，14（10，13，9）（12，11）（2，1）（3，6）8（7，5）

勝馬の
紹 介

スカーフェイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．18 京都4着

2016．4．24生 牡3鹿 母 スプリングサンダー 母母 スプリングマンボ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 オールドボンバー号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月29日まで平地競走に出走

できない。

13042 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

23 � レコードチェイサー 牝3栗 54
53 ☆富田 暁�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 442－ 61：08．1 57．3�

814 ケイアイサクソニー 牡3鹿 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 492＋ 2 〃 クビ 26．4�
47 カ レ ン モ エ 牝3芦 54 �島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 460± 01：08．41� 2．6�
611 グッドレイズ 牡3栗 56 幸 英明杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 482＋ 4 〃 ハナ 8．0�
610 ウインスピリタス 牡3鹿 56 荻野 極�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 476＋ 6 〃 クビ 14．4	
46 メリーメーキング 牡3黒鹿56 藤井勘一郎前田 晋二氏 清水 久詞 新冠 有限会社 大

作ステーブル 458－ 21：08．5� 17．7

815 テルモードーサ 牝3鹿 54 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 516± 01：08．6� 6．7�

（独）

58 タガノカルラ 牡3鹿 56 太宰 啓介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 436± 01：08．7クビ 8．9�

22 ファイアーボーラー 牡3黒鹿56 松山 弘平 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 460± 0 〃 クビ 24．3
713 シ ョ ウ ブ 牡3鹿 56 川須 栄彦�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 21：08．8クビ 108．3�
712 ヒ ラ ソ ー ル 牡3鹿 56 岩田 康誠阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 464＋ 4 〃 ハナ 83．3�
35 メイショウオニテ 牡3青鹿56 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 81：08．9� 5．1�
11 シュガリートリーツ 牝3鹿 54 B．アヴドゥラ 吉澤 克己氏 宮本 博 新ひだか 山際牧場 438＋ 21：09．21� 27．9�

（豪）

59 ファルトレク 牝3青鹿54 中谷 雄太吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 414＋ 21：09．3� 162．2�
34 カレンソナーレ 牝3鹿 54 松若 風馬鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 422＋101：09．62 136．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，049，400円 複勝： 82，869，200円 枠連： 25，382，100円
馬連： 102，888，800円 馬単： 49，958，600円 ワイド： 81，187，300円
3連複： 160，373，200円 3連単： 194，341，000円 計： 754，049，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，730円 複 勝 � 1，180円 � 660円 � 170円 枠 連（2－8） 4，310円

馬 連 �� 56，870円 馬 単 �� 122，040円

ワ イ ド �� 13，350円 �� 3，900円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 80，240円 3 連 単 ��� 869，730円

票 数

単勝票数 計 570494 的中 � 7958（11番人気）
複勝票数 計 828692 的中 � 14806（11番人気）� 27738（9番人気）� 174513（1番人気）
枠連票数 計 253821 的中 （2－8） 4555（17番人気）
馬連票数 計1028888 的中 �� 1402（72番人気）
馬単票数 計 499586 的中 �� 307（149番人気）
ワイド票数 計 811873 的中 �� 1543（72番人気）�� 5360（38番人気）�� 11713（23番人気）
3連複票数 計1603732 的中 ��� 1499（173番人気）
3連単票数 計1943410 的中 ��� 162（1333番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．2―11．2―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．2―45．4―56．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．9
3 3，14，2（7，10）（12，15）（4，13）（9，11）（1，5）（6，8） 4 3，14（2，10）（7，15）12（13，11）（4，9，5，8）（1，6）

勝馬の
紹 介

�レコードチェイサー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アドマイヤムーン （2戦0勝 賞金 1，600，000円）

2016．3．22生 牝3栗 母 ゴールドチェイス 母母 セクレゴールド 1戦1勝 賞金 7，200，000円
地方デビュー 2018．5．10 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
〔制裁〕 カレンモエ号の騎手�島克駿は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）
※タガノカルラ号・ファルトレク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13043 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

68 メイショウテンシャ 牡5芦 57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474－ 61：53．6 10．1�
79 マースゴールド 牡4栗 57 A．シュタルケキャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 464－ 11：54．55 42．3�

（独）

811 キンショーヘニー 牡4芦 57 幸 英明礒野日出夫氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 510＋ 41：54．6クビ 12．6�
11 ジューンアンカー 牡5栗 57 高田 潤吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 長浜 秀昭 B470－ 21：54．7� 147．2�
33 � ブリッツシュラーク 牡5芦 57 M．デムーロ前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 2 〃 クビ 3．1�
55 ミラクルユニバンス 牡6栗 57 小崎 綾也亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450－ 41：54．8クビ 31．7�
56 ブラックカード 牡5黒鹿57 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B474＋ 81：54．9� 6．5	
710 ブルベアラクーン 牡5栗 57 荻野 極 
ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 546－101：55．21� 4．2�
812 タガノブディーノ 牝4栗 55 藤岡 佑介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480－ 6 〃 アタマ 10．3�
67 イチネンプリンス 牡4黒鹿57 古川 吉洋国田 正忠氏 吉田 直弘 浦河 谷口牧場 456－ 41：55．94 77．7
44 クリノクーニング 牡4鹿 57

54 ▲岩田 望来栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 464－101：56．11	 5．9�
22 シ シ オ ウ 牡5鹿 57 国分 恭介 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 棚川 光男 494＋101：57．48 33．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 50，637，400円 複勝： 69，412，500円 枠連： 20，900，200円
馬連： 94，607，800円 馬単： 46，134，700円 ワイド： 70，088，300円
3連複： 132，369，300円 3連単： 176，195，300円 計： 660，345，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 330円 � 900円 � 460円 枠 連（6－7） 1，750円

馬 連 �� 16，270円 馬 単 �� 27，630円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 1，530円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 42，770円 3 連 単 ��� 314，630円

票 数

単勝票数 計 506374 的中 � 39851（5番人気）
複勝票数 計 694125 的中 � 59484（5番人気）� 18571（9番人気）� 40269（7番人気）
枠連票数 計 209002 的中 （6－7） 9215（9番人気）
馬連票数 計 946078 的中 �� 4505（40番人気）
馬単票数 計 461347 的中 �� 1252（75番人気）
ワイド票数 計 700883 的中 �� 4908（36番人気）�� 12088（20番人気）�� 4178（41番人気）
3連複票数 計1323693 的中 ��� 2321（112番人気）
3連単票数 計1761953 的中 ��� 406（678番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―13．7―13．1―12．7―12．6―12．3―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．9―51．0―1：03．7―1：16．3―1：28．6―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．3
1
3
1－（9，2）（3，4）10，8－6－12（7，11）5・（1，2）8，9（3，4）10，6，12（7，5）11

2
4
・（1，2）9，3（8，4）（6，10）－（7，12）11－5
1，8（9，2）10（3，4）（6，12）（7，11）5

勝馬の
紹 介

メイショウテンシャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 京都7着

2014．4．16生 牡5芦 母 メイショウベルーガ 母母 パ パ ゴ 25戦3勝 賞金 39，438，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13044 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （芝・右・外）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

713 タガノアスワド 牝5黒鹿55 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 522＋241：33．2 9．2�

35 ミエノウインウイン �4黒鹿57 藤岡 佑介里見美惠子氏 高橋 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 41：33．3	 7．0�

47 ロードマドリード 牡4鹿 57 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：33．4
 2．3�
（独）

58 サンライズクロンヌ 牡6栗 57 岡田 祥嗣松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 498± 0 〃 クビ 20．3�
23 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 41：33．5クビ 6．3�
611� ゴールドハット �5黒鹿57 M．デムーロ 合同会社小林英一ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 418－ 41：33．71� 7．5	
610 ステラルージュ 牝5栗 55 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 410＋ 81：33．8
 117．1

46 ペプチドオーキッド 牡4鹿 57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 492＋ 61：33．9	 96．1�
34 ナンヨーマーズ 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 460＋121：34．32	 33．2�
814 パルフェクォーツ 牡5栗 57 B．アヴドゥラ キャロットファーム 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 532－ 1 〃 クビ 6．6�

（豪）

22 ゲイルバローズ 牡5鹿 57 太宰 啓介猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 438－ 21：34．51 146．6�
815 シ ア ン 牝5栗 55

52 ▲亀田 温心吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 416± 01：34．71 128．9�
11 レンジャックマン 牡5鹿 57 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 450± 01：34．8	 90．3�
712 ラ ド ル ク ス 牝4栗 55 藤井勘一郎水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 486－ 81：35．54 279．6�
59  ワンパーパス 牝5黒鹿55 �島 克駿橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 428－ 41：36．99 386．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，982，400円 複勝： 62，518，800円 枠連： 21，754，500円
馬連： 101，060，300円 馬単： 45，176，400円 ワイド： 64，178，000円
3連複： 135，503，800円 3連単： 181，498，400円 計： 663，672，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 280円 � 200円 � 130円 枠 連（3－7） 2，130円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 5，260円

ワ イ ド �� 920円 �� 570円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 20，970円

票 数

単勝票数 計 519824 的中 � 44847（6番人気）
複勝票数 計 625188 的中 � 43667（7番人気）� 73519（4番人気）� 169938（1番人気）
枠連票数 計 217545 的中 （3－7） 7899（11番人気）
馬連票数 計1010603 的中 �� 26328（15番人気）
馬単票数 計 451764 的中 �� 6434（23番人気）
ワイド票数 計 641780 的中 �� 16768（15番人気）�� 28728（6番人気）�� 46528（3番人気）
3連複票数 計1355038 的中 ��� 42265（7番人気）
3連単票数 計1814984 的中 ��� 6274（72番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―11．7―11．6―11．5―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．6―46．3―57．9―1：09．4―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．3
3 13，14－9，11（1，12）7，10，8（3，15）5（2，4）－6 4 13，14－11，7（9，12）（1，8，10）3（5，15）（2，4）6

勝馬の
紹 介

タガノアスワド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2017．1．16 中京1着

2014．3．28生 牝5黒鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 11戦3勝 賞金 44，146，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



13045 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第9競走 ��2，200�
や ぐ る ま

矢 車 賞
発走14時35分 （芝・右・外）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：09．7
2：09．7

良
良

55 グラディーヴァ 牝3鹿 54 M．デムーロ近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446－ 22：15．1 3．2�
77 クードメイトル 牝3栗 54 藤岡 佑介�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 538± 02：15．2� 1．8�
33 レースガーデン 牝3芦 54 B．アヴドゥラ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454＋ 62：15．62� 5．9�

（豪）

22 エ ピ ロ ー グ 牝3鹿 54 藤井勘一郎藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 450－ 22：16．34 7．5�
88 アックアアルタ 牝3青鹿54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 448± 0 〃 クビ 16．4	

（独）

66 ダイシンキャラミ 牝3鹿 54 岩田 康誠大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 434± 02：17．04 97．4

11 キコクイーン 牝3青 54 田中 健若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 436＋ 42：17．1クビ 71．8�
44 ヴィジョニア 牝3栗 54 古川 吉洋田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 芳住 鉄兵 392－ 82：20．7大差 182．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 79，034，200円 複勝： 108，797，500円 枠連： 発売なし
馬連： 103，946，800円 馬単： 68，810，500円 ワイド： 53，362，600円
3連複： 112，058，300円 3連単： 346，631，100円 計： 872，641，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 130円 �� 240円 �� 210円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，040円

票 数

単勝票数 計 790342 的中 � 196090（2番人気）
複勝票数 計1087975 的中 � 155832（2番人気）� 722335（1番人気）� 74572（3番人気）
馬連票数 計1039468 的中 �� 307438（1番人気）
馬単票数 計 688105 的中 �� 67034（2番人気）
ワイド票数 計 533626 的中 �� 136176（1番人気）�� 46605（4番人気）�� 56562（2番人気）
3連複票数 計1120583 的中 ��� 205142（2番人気）
3連単票数 計3466311 的中 ��� 123179（6番人気）

ハロンタイム 13．5―11．7―13．4―12．9―13．0―12．9―12．1―11．9―11．4―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．5―25．2―38．6―51．5―1：04．5―1：17．4―1：29．5―1：41．4―1：52．8―2：03．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．6―3F33．7
1
3

・（6，8）7（1，3，5）2－4
5（8，7）2，3，6，1－4

2
4
8，6，7（1，3）5，2－4・（5，7）2（8，3）－（6，1）＝4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グラディーヴァ 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．12．22 阪神1着

2016．3．14生 牝3鹿 母 カ ノ ー ロ 母母 ソニックグルーヴ 3戦2勝 賞金 19，708，000円
〔制裁〕 クードメイトル号の調教師高野友和は，装鞍について調教師としての注意義務を怠り過怠金100，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィジョニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年6月29日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13046 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第10競走 ��
��2，400�

からすま

烏丸ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
4歳以上，1，600万円以下，30．4．28以降31．4．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．6
2：20．6

良
良

812 レノヴァール 牡4鹿 55 A．シュタルケ �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 524＋ 42：25．3 6．2�
（独）

11 アフリカンゴールド 牡4栗 56 松若 風馬ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466± 02：25．4� 3．2�

33 タイセイトレイル 牡4黒鹿55 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：25．5クビ 8．8�
56 ノチェブランカ 牝4芦 52 松山 弘平吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 アタマ 7．0�
79 エーティーラッセン 牡5鹿 54 太宰 啓介荒木 徹氏 木原 一良 新ひだか 前田牧場 510＋ 42：25．71� 19．6�
44 ギ ャ ラ ッ ド 	4鹿 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：25．8� 13．8	
55 レッドレオン 牡4青鹿55 M．デムーロ 
東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 448－ 22：25．9
 3．6�
22 � スティルウォーター 牝6黒鹿52 秋山真一郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 420＋ 4 〃 クビ 36．0�
710 フォイヤーヴェルク 牡6青鹿55 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B456－ 22：26．0
 14．1

（豪）

67 ゴールドフラッグ 牡4黒鹿54 荻野 極合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B506－ 22：26．21� 42．1�

811 メイケイレジェンド 牡6鹿 54 富田 暁名古屋競馬
 木原 一良 登別 青藍牧場 500＋16 〃 クビ 105．6�
68 ウインブルーローズ 牡7鹿 51 高倉 稜
ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 B498＋ 62：26．73 254．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 70，951，200円 複勝： 93，899，800円 枠連： 37，570，600円
馬連： 166，557，000円 馬単： 68，273，500円 ワイド： 95，968，800円
3連複： 236，370，100円 3連単： 324，318，900円 計： 1，093，909，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 150円 � 210円 枠 連（1－8） 1，070円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 520円 �� 760円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 709512 的中 � 91221（3番人気）
複勝票数 計 938998 的中 � 105713（4番人気）� 188132（2番人気）� 104699（5番人気）
枠連票数 計 375706 的中 （1－8） 27030（5番人気）
馬連票数 計1665570 的中 �� 100667（2番人気）
馬単票数 計 682735 的中 �� 19376（9番人気）
ワイド票数 計 959688 的中 �� 48123（3番人気）�� 31195（10番人気）�� 46395（6番人気）
3連複票数 計2363701 的中 ��� 62596（6番人気）
3連単票数 計3243189 的中 ��� 15137（39番人気）

ハロンタイム 12．6―12．0―12．0―12．7―12．3―12．2―12．5―12．7―11．9―11．4―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．6―36．6―49．3―1：01．6―1：13．8―1：26．3―1：39．0―1：50．9―2：02．3―2：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4
1
3
9，1，12（3，6）5（7，8）（4，10）－（2，11）
9，1（3，12）6，5（7，8）（4，10）（2，11）

2
4
9，1，12（3，6）（7，5）（4，10，8）（2，11）
9，1（3，12）6，5（4，7）（2，10，8）11

勝馬の
紹 介

レノヴァール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Roy デビュー 2017．9．17 阪神5着

2015．3．18生 牡4鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 12戦4勝 賞金 62，239，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目 ３レース目



13047 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第11競走 ��
��1，200�

てんのうざん

天王山ステークス
発走15時45分 （ダート・右）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 タ テ ヤ マ 牡5栗 56 松山 弘平小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 山田 政宏 468± 01：11．3 8．6�
34 ホウショウナウ 牡4栗 57 M．デムーロ芳賀美知子氏 河内 洋 日高 新井 昭二 512＋15 〃 クビ 4．6�
712 バ イ ラ 牡4鹿 56 岩田 康誠杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 506－ 81：11．4クビ 27．2�
611 ジューヌエコール 牝5鹿 54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488－ 61：11．5	 4．4�

（独）

713
 オールドベイリー 牡5黒鹿57 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 米 Elm Tree
Farm, LLC 470－ 21：11．6クビ 14．7�

22 メイショウワダイコ 牡7鹿 56 秋山真一郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 536＋ 8 〃 クビ 93．6	
815 ニットウスバル 牡7鹿 57 荻野 極�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 520＋ 21：11．91� 76．4

59 � ベ ッ ク 牡8栗 56 藤井勘一郎細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 514＋ 2 〃 クビ 199．4�
35 ヒロシゲゴールド 牡4青鹿56 松田 大作�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B472－ 41：12．0クビ 2．3�
47 タムロミラクル 牡7青鹿57 松若 風馬谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470－ 2 〃 クビ 40．5
46 アドマイヤゴッド 牡7鹿 56 幸 英明近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498± 01：12．1クビ 99．7�
610
 ナンチンノン 牡8栗 58 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 538± 01：12．2	 171．6�
814 シャインヴィットゥ 牡5芦 56 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 496＋ 4 〃 ハナ 22．2�
58 
 ゼンノサーベイヤー 牡6栗 56 藤岡 佑介大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 520± 01：13．26 20．8�
23 メイショウヒサカタ 牝4栗 54 島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 三嶋牧場 488－ 21：13．3クビ 105．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 128，192，600円 複勝： 138，791，300円 枠連： 80，287，400円 馬連： 327，516，300円 馬単： 137，847，700円
ワイド： 179，247，900円 3連複： 481，842，400円 3連単： 720，505，800円 5重勝： 528，622，300円 計： 2，722，853，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 260円 � 210円 � 500円 枠 連（1－3） 690円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，760円

ワ イ ド �� 770円 �� 2，230円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 46，010円

5 重 勝
対象競走：京都9R／新潟10R／京都10R／新潟11R／京都11R

キャリーオーバー なし����� 5，139，380円

票 数

単勝票数 計1281926 的中 � 118786（4番人気）
複勝票数 計1387913 的中 � 141370（4番人気）� 198263（3番人気）� 62481（8番人気）
枠連票数 計 802874 的中 （1－3） 90019（2番人気）
馬連票数 計3275163 的中 �� 146768（6番人気）
馬単票数 計1378477 的中 �� 27470（12番人気）
ワイド票数 計1792479 的中 �� 62480（7番人気）�� 20158（24番人気）�� 28948（18番人気）
3連複票数 計4818424 的中 ��� 39845（30番人気）
3連単票数 計7205058 的中 ��� 11351（138番人気）
5重勝票数 計5286223 的中 ����� 72

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―11．6―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―46．6―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．3
3 ・（5，14，10，2）（1，11）（4，6）13，9，3（12，15）（8，7） 4 ・（5，14）10（1，4，2）（6，11）9，13－15（12，7）－3，8

勝馬の
紹 介

タ テ ヤ マ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都1着

2014．5．3生 牡5栗 母 サンフィールド 母母 ミスティダンサー 23戦6勝 賞金 103，929，000円
〔制裁〕 ニットウスバル号の騎手荻野極は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：12

番）
※出走取消馬 ラインシュナイダー号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エポック号
（非抽選馬） 5頭 カラクレナイ号・ストーンウェア号・テトラドラクマ号・トウショウカウント号・ローズプリンスダム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

13048 4月29日 曇 良 （31京都3）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・右）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：20．3

重
不良

24 メイショウヤクシマ 牡6栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 468－101：24．3 5．6�
12 スズカフェスタ 牡4栗 57 国分 優作永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 斉藤英牧場 508＋ 21：24．51� 34．3�
23 バシレウスライオン 	6鹿 57 松山 弘平ライオンレースホース� 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：24．71
 50．3�
36 メイショウギガース 牡5青鹿57 岩田 康誠松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 480－ 41：24．8クビ 2．1�
612 タガノリアン 牝5鹿 55 �島 良太八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476＋ 41：24．9� 27．6�
11 クリノキング 	5栗 57 幸 英明栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B472－ 81：25．11 18．5	
713 フォルツァエフ 牡4鹿 57 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 474＋ 21：25．31� 15．1

35 コンクエストシチー 	7栗 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 464－10 〃 クビ 42．7�
611 ワンダーレアリサル 牝5鹿 55 太宰 啓介山本 能成氏 石橋 守 新ひだか 城地 清満 480＋ 21：25．61� 44．0�
510 ウォーターバオバブ 牡6栗 57

54 ▲亀田 温心山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 498＋ 41：25．8� 307．0
714 スピリットワンベル 牡4鹿 57 A．シュタルケ 鈴木 昭和氏 牧田 和弥 日高 モリナガファーム 536＋ 6 〃 アタマ 5．0�

（独）

815 ザ ク イ ー ン 牝5黒鹿55 荻野 極�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486± 01：25．9
 83．2�
47 ルミナリースピン 	6栗 57 蛯名 正義中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B520－ 71：26．0� 142．9�
816 ブルヴェルソン 牡4栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－141：26．74 33．6�
48 エヴィエイション 牡4青鹿57 古川 吉洋ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－101：29．1大差 186．5�
59 ムスコローソ 牡4栗 57 B．アヴドゥラ 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508± 01：30．8大差 9．1�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 122，084，400円 複勝： 139，676，000円 枠連： 63，311，600円
馬連： 241，797，200円 馬単： 112，012，900円 ワイド： 162，185，500円
3連複： 370，177，600円 3連単： 564，683，900円 計： 1，775，929，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 860円 � 970円 枠 連（1－2） 2，480円

馬 連 �� 7，560円 馬 単 �� 12，930円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 3，380円 �� 8，070円

3 連 複 ��� 69，930円 3 連 単 ��� 322，100円

票 数

単勝票数 計1220844 的中 � 172001（3番人気）
複勝票数 計1396760 的中 � 204630（2番人気）� 38020（10番人気）� 33227（12番人気）
枠連票数 計 633116 的中 （1－2） 19714（9番人気）
馬連票数 計2417972 的中 �� 24784（21番人気）
馬単票数 計1120129 的中 �� 6497（37番人気）
ワイド票数 計1621855 的中 �� 19109（21番人気）�� 12364（29番人気）�� 5118（59番人気）
3連複票数 計3701776 的中 ��� 3970（140番人気）
3連単票数 計5646839 的中 ��� 1271（662番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．3―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．6―46．9―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．4
3 ・（2，16）6（9，14）3（1，5，10）13（7，11）（8，15）4，12 4 2（16，6）（3，14）（1，5，10，9）11（7，13）4（8，15）12

勝馬の
紹 介

メイショウヤクシマ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．9．3 小倉4着

2013．5．2生 牡6栗 母 フェルガーナ 母母 プリンセスメイ 17戦3勝 賞金 39，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エヴィエイション号・ムスコローソ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月

29日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハイブログ号・フィルムフランセ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（31京都3）第4日 4月29日 （祝日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

206，390，000円
7，780，000円
20，670，000円
1，180，000円
22，170，000円
68，115，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
773，987，200円
1，021，938，700円
348，507，000円
1，518，399，900円
725，182，900円
990，734，900円
2，180，419，400円
3，209，510，400円
528，622，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 11，297，302，700円

総入場人員 23，610名 （有料入場人員 22，550名）
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